
西中国最強決定戦2018　エントリーリスト
■・・・Ｗエントリー

名前 ロケーション トップガン
シングルス希望 名前 ロケーション トップガン

シングルス希望

イワサ　フユカ アージョ ● ヤマグチ　ユカ アージョ

アダチ　ケント アージョ マツイ　カホ アージョ

オカ　テツヤ アージョ モリカワ　ケイジロウ アージョ

モリヤマ　マサシ アージョ オカムラ　トモエ アージョ ●
フジハラ　ススム アージョ ナガオカ　ユウト アージョ

ミズグチ　アツキ アライズ ● ヨシダ　レイカ アライズ

ニゴタ　ヒロユキ アライズ ニシヤマ　ヤスヒロ アライズ

キハラ　ユカ アライズ ミゾグチ　アケミ アライズ

コウノ　カズヤ アライズ タケナワ　タカヨ アライズ

タバタ　ヨシノリ アライズ モリヨシ　ダイスケ アライズ

カワモト　タクト アライズ ● ビトウ　トモヒサ アライズ

ナカタ　ユウ アライズ オガワ　ハルカ アライズ

ウシガミ　タケヒロ アライズ オカザキ　サトミ アライズ

サカキ　ユウタ アライズ コウノ　ゲンキ アライズ

オクダ　タイヘイ アライズ マスダ　マサナリ アライズ

マツオ　サキ アライズ ヨシダ　タカトシ アライズ

カナザワ　シンヤ アライズ シバタ　ショウ アライズ

ササキ　ミカ インテンション ● ヤマシタ　ショウコ インテンション

ミツナガ　マサヒロ インテンション アオキ　シンタロウ スリーズハウス

フカイ　エイゴ インテンション ● イイダ　ヒロユキ ルイードタバーン

ツジノ　ノリカズ インテンション ミナミ　ヨウスケ インテンション

サカモト　リツオ インテンション ナリマツ　アキラ インテンション

カメイ　ヨシヒロ インテンション ワキモト　ヒロシ インテンション

フカイ　ミキ インテンション フルカワ　アキ インテンション

ミヤモト　カズキ インテンション ハブ　ユウキ インテンション

タケバヤシ　オサム インテンション アベ　アキラ インテンション

ネイシ　タケオ エヌツー トクナガ　タカヒロ エヌツー

ホソダ　アキヒロ エヌツー サクラダ　タツヤ エヌツー

ナンガク　マモル エヌツー ミマ　ヒロユキ エヌツー

ウエマツ　ヒデノリ エヌツー オノ　ツヨシ エヌツー

イナミ　ヒデキ エムズマーレ ワタナベ　カズマ エムズマーレ

ヤマサキ　ススム カラー ヨギ　サネノリ カラー

ドウカン　ショウ カラー カツベ　タクヤ カラー

フジタ　エイイチ カラー フルキ　シホ カラー

フジモト　ケンジ ケーアンドケー マツナガ　トモコ ケーアンドケー

シンモト　トシヤ ケーアンドケー ネモト　カズミ ケーアンドケー

オオヤ　ユウキ ケーアンドケー タケシタ　アヤコ ケーアンドケー

ホリシタ　タカヒロ ケーアンドケー アベ　リョウガ ケーアンドケー

カワノ　テツヒロ ケーアンドケー ソガ　ショウゴ ケーアンドケー

ヒガシ　ダイスケ シーバス マツオ　ケイスケ シーバス

フジイ　タカヤ シーバス ソノダ　シナリ シーバス

ツダ　リュウタ シーバス ハラグチ　ユウ シーバス

マツモト　タクマ シーバス ミチドイ　マミ シーバス

ナカガワ　トモミ ジャロウ カフク　ミキ ジャロウ ●
ワタナベ　ケン ジャロウ タナカ　シンヤ ジャロウ

オカザキ　ダイスケ ジャロウ ホリノ　ハジメ ジャロウ

タバラ　モトユキ ジャロウ エガワ　コウタロウ ジャロウ

タナカ　トモヒサ ジャロウ フジムラ　シオリ ジャロウ

クマガイ　マサヒコ ジャロウ ● モクウチ　シンジ ジャロウ

オキノ　ユウジ スリーズハウス ヒラオカ　ヒロヒサ スリーズハウス

フクハラ　ユウヤ スリーズハウス ミズタニ　サオリ スリーズハウス

カワカミ　ヤスユキ スリーズハウス イシバシ　マイコ スリーズハウス

ミナミ　ナオキ スリーズハウス ヤマダ　ケンジ スリーズハウス

ワタベ　タケシ スリーズハウス ワキサカ　エリ プティ

オカモト　ヒロミツ スリーズハウス コンドウ　ユウイチ スリーズハウス

マサモリ　リョウジ スリーネクスト ● ニイオカ　ケイスケ スリーネクスト

ナカムラ　シズカ スリーネクスト ● フジワラ　シンジ スリーネクスト

イマダ　ユウキ スリーネクスト ミカミ　ソノカ スリーネクスト

イケウチ　タカヨシ ダーツヤ　ブル オカダ　エイジ ダーツヤ　ブル

ワタナベ　タイチ ダーツヤ　ブル ハットリ　テツヤ ダーツヤ　ブル

ワキガワ　シホ ダーツヤ　ブル モリタ　カナ ダーツヤ　ブル

モリタ　ロウ ダーツヤ　ブル オカムラ　マコト ダーツヤ　ブル

ハヤカワ　シンイチ ダーツヤ　ブル クスモト　ヒデトシ ダーツヤ　ブル

モリタ　ジュン ダーツヤ　ブル タグチ　トモアキ ダーツヤ　ブル

ヤマサキ　ヒロアキ ダーツヤ　ブル トキムラ　コウシ ダーツヤ　ブル

フクダ　シンヤ ダーツヤ　ブル ナカハラ　コウイチ ダーツヤ　ブル

コウノ　ユウタ タック ナカムラ　タカユキ タック

マキノ　ユウジ タック ● イノウエ　ユウキ タック

アベ　ミツアキ タック タナカ　マサヒロ タック

イノ　オサム タック キムラ　フウヤ タック



コガ　カツヤ タック ● ヤマウチ　リョウ タック

ニシハラ　ユウダイ タック フジイ　タカユキ タック

イムラ　ダイスケ タック ヨシオカ　ハルカ タック

オカダ　セイジ タック イソベ　ミクリ タック

ヒラオカ　ヒデアキ タック ナカウエ　ヨウヘイ タック

タカハシ　サトシ タック カノウ　ヒデユキ タック

タナカ　ニコル タック オオウエ　シンキ トレンディ

ヒラノ　ヒロマサ タック ナカモト　ケンタ タック

コガマ　タカコ タック ● ナカムラ　タロウ タック

オオサワ　コウヘイ タック フクモト　カツユキ タック

トウマ　トモノリ タック カトウ　アキヒロ タック

マツザキ　モモコ タック ニシダ　アスミ タック

ハマナカ　サトル タック ミタ　ショウヘイ タック

ムラカミ　トモヤ タップラップクラブ ● ツバキ　アヅサ タップラップクラブ ●
シバタ　ユウヤ ダルマヤ　カフェ ● サカグチ　ユウヤ ダルマヤ　カフェ

ハラ　カズヒロ トレンディ ● タナカ　トシアキ バランス

スミカワ　タケル トレンディ ● マツダ　シュン スリーズハウス

ホリ　シゲアキ トレンディ ヤシキ　リエ ノヴァ

コタニ　ケンタ トレンディ ● マツモト　ヒサシ トレンディ ●
マツノ　マサト トレンディ フジオカ　シン トレンディ

シマヅエ　カズヒサ トレンディ オオモト　ヒトシ トレンディ

タカハシ　カツノリ トレンディ ● キタガキウチ　キョウヤ トレンディ

イトウ　ヨシノリ トレンディ コタニ　サチエ トレンディ

タケゴシ　カズト トレンディ ● ナカツカ　マサシ トレンディ

クワハラ　ヨシノブ トレンディ カワカミ　トシキ トレンディ

フチガミ　カズマ ドンドン カシワダ　ヒロキ ドンドン

ハラ　アキヒト ドンドン ナカムラ　ヒカル ドンドン

カリノ　ヨシオ ドンドン ヨウシナ　アヤコ ドンドン

シンドウ　マサキ ドンドン ヤマモト　ユウジ ドンドン

タカハシ　ユウヤ ドンドン ダイカイ　マサキ ドンドン

イチモト　ショウタ ドンドン オカザキ　ゴロウ ドンドン

カジエ　ユウタ ドンドン ナカムラ　スズエ ドンドン

クリス　ユウマ ドンドン ハヤシ　アキラ ドンドン

ホソダ　ヒロト ドンドン シンタク　マサト ドンドン

タケダ　ショウゴ ドンドン シタクボ　ツカサ ドンドン

イシハラ　ヨシノブ ドンドン コノミ　テツアキ ドンドン

カメダ　ホマレ ドンドン ミツイ　アキヒロ ドンドン

ヒノクマ　ナオト ドンドン ニシダ　ユウキ ドンドン

コバタケ　アツノリ ドンドン ヨコタ　ヒロユキ ドンドン

イハ　セイヤ ドンドン マスイ　ユカ ドンドン

ミネ　リュウタロウ ノヴァ ホソカワ　ヒトミ ノヴァ

カメイ　アキノリ ノヴァ ● イマタニ　ノリオ ノヴァ

サブロウマル　ユウ バーサブロウマル アキヤマ　チナミ バーサブロウマル

ツジイ　リョウマ バーサブロウマル ハシモト　シュン バーサブロウマル

ヨコヤマ　ダイ バーサブロウマル イノウエ　ユイ バーサブロウマル

アラカワ　リキ ハート ● ニカモト　ユウヘイ スリーズハウス

ヒロセ　シュウジ ハート ● スヤマ　ヒロアキ ルイードタバーン

サカイ　タカヒロ ハート ● モリキ　ミホ ハート ●
ナワテ　シュウヘイ ハート ヤマガタ　ライキ ハート

ヤスダ　ケイスケ ハート モリキ　ミツシ ハート

タケウチ　セント バケラッタ オキイシ　アツシ バケラッタ

イシイ　ダイサク バケラッタ アンダチ　メグミ バケラッタ

モリヤマ　ヒロシ バランス ニシミョウ　ナオト バランス

マツオ　ノボル バランス イナダ　カズヤ バランス

ヤマジ　アキラ バランス ● オカザキ　カツヤ バランス

スガ　ヒロミ バランス ● ヒロナカ　ナツミ タック ●
ハマダ　タカノリ バンビーノ ハマモト　シンゴ バンビーノ

ヒラヤマ　カズヤ バンビーノ ヤマサキ　リョウスケ バンビーノ

フジタ　ヤスフミ バンビーノ ミズグチ　タク バンビーノ

ヒライシ　テツオ バンビーノ オオニシ　ウツキ バンビーノ

モリカネ　ヨシキ バンビーノ ニシムラ　タクマ バンビーノ

ナカモト　ユウキ バンビーノ カワモト　テツヤ バンビーノ

ニイ　チサク バンビーノ ヤマグチ　ナツキ バンビーノ

ウエモト　ケンタ バンビーノ キンジョウ　ヨシノリ バンビーノ

ホンダ　ナオキ バンビーノ ムカイ　ユウキ バンビーノ

アラキ　サトヒロ ビービー オザキ　タクヤ ビービー

フクダ　ハヤト ビービー オオシバ　シュウヘイ ビービー

ナガレダ　シンジ ビービー オオツボ　カズオ ビービー

モリシタ　シュウジ ビービー マキモト　エツコ ビービー

イシカワ　ジュン ビービー ムラカミ　ユウキ ビービー

シオミ　ケイジュ プティ ● オカダ　リオ ノヴァ

ミヤモト　ショウジ プティ タニグチ　ノゾム プティ

フジイ　サキコ プティ ● タナカ　ヨシナオ プティ

キモト　ヒロヤス プティ ヒラカワ　コナツ プティ

ヨシダ　コウイチ ブラスト フジワラ　アキヒロ ハート



カスヤ　ヒロシ ブラスト ● ヤマダ　ユウタ ブラスト

タオダ　ヒロミ ブラスト シロウダ　マナブ ブラスト

クロサワ　タカシ ブラスト ヤノ　カツマサ ブラスト

ハマダ　ユウイチ ブラスト タナカ　ヒデタカ ブラスト

イワモト　アスナ ブラスト ハシモト　トモアキ ブラスト

オカモト　ナオヒロ ブラスト カミヤ　トモノリ ブラスト

ハットリ　ヤスシ ブラスト タノウエ　タカヒロ タック

シギ　アキラ ブラスト アカギシ　サリ ブラスト

ササキ　タエコ ブラスト テラモト　サキコ ブラスト

シノザワ　サトシ ブラスト マルカワ　タケシ ブラスト

オカダ　サトシ ブラスト クラモト　ナオフミ ブラスト

イオシカワ　リュウヘイ ブラスト シラキ　チサ ブラスト

ニイ　マサトシ ヘスティア シモダ　リョウ ヘスティア

マツシマ　ユウスケ ヘスティア スザキ　カツヤ ヘスティア

イシカワ　マナミ ヘスティア フクモト　トモコ ヘスティア

モトヒロ　タカシ ペニーレーン ミゾグチ　トオル ペニーレーン

コウモト　カズオ ペニーレーン シノダ　リュウサク ペニーレーン

ノダ　リョウスケ ペニーレーン ヒラシゲ　カズキ ペニーレーン

マルヤマ　トモキ ポンテ マツオカ　アキナ ポンテ

モリワケ　ヒロシ ポンテ イシダ　ユキノリ ポンテ

セザキ　ダイスケ ポンテ ヨネミツ　カナト ポンテ

カラシタ　ケンタ ポンテ ヨシイ　オサム ポンテ

シバタ　リョウスケ ポンテ ナカタ　コウイチ ポンテ

コウノ　タケシ ポンテ ソタ　リョウタ ポンテ

スエシゲ　シンヤ ポンテ ヤマキ　ノリユキ ポンテ

ハマダ　タツマサ ポンテ マルヤマ　ダイキ ポンテ

マナベ　ヒデヤ マックス　ヒロシマエキマエテン モリ　セイヤ マックス　ヒロシマエキマエテン ●
ナカムラ　ハルナ マックス　ヒロシマエキマエテン カワテ　メグミ マックス　ヒロシマエキマエテン

クマサキ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン イトウ　ケント マックス　ヒロシマエキマエテン

アサクラ　ナミ マックス　ヒロシマエキマエテン ● ヤブキ　コウジ マックス　ヒロシマエキマエテン

エノキ　リョウスケ マックス　ヒロシマエキマエテン ● キムラ　アキトモ マックス　ヒロシマエキマエテン

ハセガワ　トモ マックス　ホンテン イマイ　ケンジ マックス　ホンテン

キシノ　ナオユキ マックス　ホンテン ヤマネ　ハルカ マックス　ホンテン

ウワムラ　サトシ マックス　ホンテン キムラ　キワム マックス　ホンテン

オクダ　ケンジ マックス　ホンテン フカダ　トモヒコ マックス　ホンテン

チカミ　ナオキ マックス　ホンテン チカミ　ヒデト マックス　ホンテン

シブカワ　ジュリ マックス　ホンテン タムラ　アヤカ マックス　ホンテン

モリナカ　タカヒロ マックス　ホンテン ミツナガ　カイ マックス　ホンテン

トヨシマ　ヒロキ ライフ フジモト　コウイチ ライフ

サノ　タイキ ライフ ウエモリ　アツシ ライフ

トモカネ　アヤコ ライフ ヤマシタ　シンタロウ ライフ

ナカムラ　ケイタ ライフ ムラカミ　レナ ライフ

コダマ　コウタ ルイードタバーン オキタ　ケイジ マックス　ホンテン

コウチ　ケンジ ルイードタバーン モリヅチ　ヤスタカ ルイードタバーン

シミズ　リョウヘイ ルイードタバーン シミズ　タカヒロ ルイードタバーン

オガワ　シンジ ルイードタバーン カシマ　レナ ルイードタバーン

キムラ　タカヒロ ルイードタバーン ヤマダ　シュウヘイ ルイードタバーン

ツムラ　ケン ルイードタバーン ナカタ　カイ ルイードタバーン

アキヨシ　ヒデヤ ルイードタバーン ● カワモト　タカヒロ ルイードタバーン ●
クボタ　コウヘイ ルイードタバーン ベツヒロ　タカミ ルイードタバーン

ミヤモト　ユキ ルイードタバーン ● フジイ　ユウキ ルイードタバーン

ササキ　フウカ ルイードタバーン タサカ　ワタル ルイードタバーン

フジイ　モエ ルイードタバーン スギバヤシ　ナオキ ルイードタバーン

ニシムラ　ユウキ ルイードタバーン カドナガ　ユウキ ルイードタバーン

トモダ　イツミ ルイードタバーン オオギタニ　マイ ルイードタバーン

ヤマダ　アキヒロ ロデオガレージ サカモト　リナ ロデオガレージ

ホソダ　ユキコ ロデオガレージ クラモト　ユタカ ロデオガレージ

フルカワ　ユウキ ロデオガレージ フルカワ　マキ ロデオガレージ

コイケ　ユウタ ロデオガレージ ナリタ　タスク ロデオガレージ

ヨコヤマ　シンジ ロデオガレージ イケダ　ユウ ロデオガレージ

アワジ　メグミ ワショクバー　キキョウ ヒラハラ　ケンイチ ワショクバー　キキョウ

ヤシマ　タカヒロ ワショクバー　キキョウ クヨシ　アキノリ ワショクバー　キキョウ


